
Kagoshima SR management labor center newsletter鹿児島 SR 経営労務センター会報

【第 1 3 号】

令 和 5 年 1 月

鹿児島SR経営労務センター
編集　会報編集委員会　発行人　山野　髙廣

〒890-0056 鹿児島県鹿児島市下荒田1-41-8 ユーミーリンクビル202
Tel:099-258-4466  Fax:099-202-0484 鹿児島SR経営労務センター

せっぺ翔べ

　　　　

字
題

 

里
宮

 

葉
一

口永良部島
種子島

屋久島

甑島

島
列
喇
噶
吐

南さつま市　
大浦町●

　全国に存在する平家落人伝説の中でも、この地のそ
れは極めてユニークでかつどこかユーモラスでもあり
他と一線を画している。
　時は元暦三年（１１８６年）、あの壇之浦の合戦の翌
年である。現在の大浦町大木場に辿り着いた平家の落
人達は、源氏の追っ手から逃れるため一計を案じる。
峠道に十畳程もある巨大な草履を置いた。これを見た
追っ手達は「大男がいる」と驚き退散しようとするが、
この時どこからともなく現れた多くの猿の群れが、
追っ手を遮って味方してくれたと云う。
　この伝説から人々は、旧暦十一月の初めの申の日に
藁で編んだ大草履を大山祇神社に奉納し、五穀豊穣と
無病息災を願うようになったと伝わる。
　当日、直径２ｍ重さ30㎏にもなる大草履を二人の氏子が左右それぞれを神社まで運ぶ。草履は中抜けしており、中
に入った氏子が引きずるように履くのだが、藁で編んだ草履は地面との摩擦で実際の重量よりさらに重く感じられよ
う。参道で見守る人々の声援を受け神社の拝殿まで大草履が届けられる。
　大山祇神社は山の神を祀る神社で祭りの名はその由来だが、静かな杜にひっそりと佇む古い小さな神社と大草履の
不思議な組み合わせは、その意外性も相俟っていつまでも続いてほしいと願わずにはいられない伝統行事である。
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新年のあいさつ

令和4年10月14日（金）
全国ＳＲ経営労務センター・福祉協会交流

会が名古屋市の名古屋東急ホテルで開催さ
れました。
「各ＳＲのコロナ対応」「危機管理対応」に

ついて、積極的な情報交換及び討議が行わ
れました。

また、会議終了後に行われた懇親会では、
他ＳＲと親睦を深め、とても充実したものとなりま
した。

第16回全国ＳＲ交流会開催

鹿児島SR経営労務センター
会長　山野 髙廣

謹んで初春のお慶びを申し上げます。

昨年は格別のご愛顧賜り心よりお礼申し上げます。昨年は皆様の力添えのおかげもあり労働保険

事務組合本来の業務である、労働保険料の、適正な申告、正確な徴収、完全な納付を達成することが

できました。

また令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がったことを受けて、「芸能関係作業

従事者」と「柔道整復師」の一人親方団体を令和3年１２月に設立し、

今年から本格的に活動を行ってまいります。皆様のお知り合い等で対

象の方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。

「和を以て貴しとなす」との聖徳太子の言葉がございますが、今年は、

「和」という言葉を大切に、会員全員の発展に少しでも貢献できるよう

な団体として業務に尽力してまいります。

本年も変わらぬご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。
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令和4年10月16日（日）、社会保険労務士講座の入門講座が開講しました。
全6日間の日程の中で、講座説明会も2回開催されました。令和4年度社会保険労務士試験に合格

した講座受講生の体験談も聞くことができ、モチベーションの保ち方や勉強方法、テキストの活用方法
などのお話は、今後の学習方法にとても参考になりそうでした。

社会保険労務士講座入門講座開講

令和４年11月2日（水）年末調整セミナーを開催しました。
講師は、前回に引き続き税理士の稲本ちほみ先生でした。
講義後の演習問題では従業員から提出された書類をもとに還付金額を計算し、年末調整の仕組み

と手順を実践的に学ぶことができました。
参加者からは、「システムでしか理解できてなかった部分を細かく理解できた」「今年の変更点や間違

いやすいポイントが分かりやすい」と好評でした。昨年に引き続き受講された方もいらっしゃり、満足度の
高さが伺えました。

年末調整セミナー

社会保険労務士賠償責任保険制度 加入のご案内
保険期間 2022年12月1日午後4時〜 2023年12月1日午後4時
ご加入にあたっては、申込Webサイトよりお手続きください。申込Webサイトへは（有）エス・
アール・サービスHPからアクセスできます。※サイバーリスク保険（特約）も好評販売中！毎
月中途加入可。毎月1日〜25日申込締切・翌月1日補償開始 ※11/1加入のみ10/1155締切

取扱代理店 有限会社エス・アール・サービス ☎03ｰ6225ｰ4873
引受保険会社 東京海上日動火災保険株式会社（幹事保険会社）広域法人部法人第二課 ☎03ｰ3515ｰ4153

三井住友海上火災保険株式会社(非幹事保険会社)
※この保険は、全国社会保険労務士会連合会を契約者とし、社会保険労務士開業会員等を被保険者とする団体契約です。詳細は保険約款（WEB約款。有限会社エス・ アール・サービスの

HP「社会保険労務士賠償責任保険制度」をご覧ください。）によりますが、ご不明な点がありましたら取扱代理店または引受保険会社におたずねください。

有限会社エス・アール・サービスホームページ h t t p : / / w w w . s r - s e r v i c e . j p /
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令和4年度社会保険労務士試験 合格者6名 合格
体 験 談合格者：日髙 泰治さん、中尾 真美さん、山下 千博さん、他3名

　辻先生、鹿児島SR経営労務センター山野会長は
じめ事務局の皆様、3年間の講座受講生のみんな、
今回の合格に際し最大の感謝を申し上げます。
　1年目は掴みどころのないまま受験、足切りに
泣きましたが「何となく自信」を得ることができまし
た。2年目、そこそこの自信はあったが何となくや
り残し感を抱えたまま受験、またも足切り。3年目、
とにかくやり残したものを先に済ますため9月に
入ったらスタート。長期計画を立て、やることを絞
り日々実行。前日は余裕をもって熊本入り出来ま
した。直前のTAC全国模試の結果には落ち込み
ましたが、、、
　この3年間を振り返ると、1年目は知っているこ
とはできるが忘れてしまっていること、曖昧な記憶
が不合格の当然の結果だったのかな。2年目は各
法令の全体像を踏まえた知識の集積ができたよ
うに思えます。3年目は背水の陣、とにかく万全の
準備を心に突き進む毎日でした。試験が終わった
瞬間に脱力感を覚えるほどでした。
　私のこの1年間の勉強法は、とにかく最初で社
一・労一を過去問ベースでマスターすることに努
め、とにかく過去問・テキストの振り返りを繰り返す
ことから始めました。社一の保険法御三家、社労
士法は択一対策、その他は選択式対策に重点を
置き、労一は労働契約法に択一対策、その他は選
択式に重点をおきメリハリがつくように取り組みま
した。その後は、SR講座のスタートを契機として各
法令講座をベースに、一方では他の法令の過去
問をすることで忘却の嵐を凌ぐ。講座の配信はと
にかく利用しました。12月から労基法①②の講座
スタート、翌週講座配信を利用し復習（1.5倍速、

2倍速で時間短縮）と健保法の過去問をこなす。
翌週は労基法③④の講座、配信による復習、国
年法の過去問をこなす。労基法の講座が終了す
る頃、労基法の過去問が巡ってくる。といった具
合に1週に1法令の過去問を必ずやることで土台
づくり（忘却対策）に努めました。過去問は過去問
ランドをとにかく利用しました（3巡くらいは折角
購入したのでテキストです）。過去問ランドの機能
を利用し、「一問一答-範囲順」で復習をするつも
りで、「一問一答-ランダム」で実力の確認のつも
りで。最後は、「実践テスト」で時間感覚の醸成。
最後の2～3カ月は、「到達度テスト」・「直前答練」
で「半分」を確実に取りに行く。過去問ランドで間
違った一問一答「弱点出題」で再確認し補強する。
　試験日になるまで「不安」が無くなることはあり
ませんでした。特に、選択式対策への不安は最
後まで重く。選択式トレーニング問題集を買い、
出来たり出来なかったり、焦りました。「法令に係
る選択式がこんなんじゃ」今年もダメか！「あ～、
労一・社一は、、、」。ただ、これもあれも一度は
やった、計画通りにすすめてこれている。辻先生
の選択式対策の提供された資料はとにかくやった

（「選択式は当たるんです。」辻先生の言葉は力
になりました）。
　試験当日、「出来高」は4割でした。残り6割は
100％自信があるわけでなく、また勘に頼るものも
ありました。結果、「合格」を頂きましたが、やって
きたことが間違っていなかったのだろうと思いま
す。「自信をもってやってきたことが実になった」の
だと思います。
　「当日の精神状態はいつもと違う」何度となく辻
先生から投げかけられた言葉です。「いつもどお
り」、講座で学習している集中力が当日発揮出来
る人が合格に近づく。極論、ほんの一瞬ででもい
いのです。
　最後に、やっぱりいいですよ、先生の語呂合わ
せ。

日髙 泰治 さん
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　 私は、社 労 士 試 験を初めて挑 戦したのは、
２０１２年度です。今回２０２２年度の試験合格ま
で約１０年経ちました。
　この試験を受けるきっかけとなったのは、従前
に働いていた年金事務所での社会保険労務士の
方 と々の出会いや、実際年金事務所の窓口で働い
ている中で、知らないことで損している方を多く見
てきて、「国の情報を正確にわかりやすく伝える」仕
事ができればと思ったことでした。
　最初の受験は二人目が生まれて７か月目での試
験でした。この年は独学で一日３～４時間ほどで
しょうか。結果択一でも３７点以上とれ、選択でも
２３点とまずまずの結果でした。
その後働き始め、その後の８年間ほどは独学で勉
強し、いつも４月くらいから勉強を始めて、通信をし
た年もあり、ほとんど勉強していない年もありまし
た。この期間は自分なりに頑張っても初回程点数
を取ることが出来ませんでした。
　そんな中で、ここ２～３年は社員へ６０歳時の働
き方や在職年金制度、失業給付等についての社
会保険相談会を実施しており、社員の相談を受け
ている中で、私の知っている情報もネットでは調
べて案内しますが、資格もなく説得力もないなと
思っていた頃、会社の若手社員が建築士の試験
を受けるため、年間１００万円程かけて専門学校
に通っている話を聞いて、それまで、あまりお金も
かけず、近頃は記念受験みたいに受けていた私に
とっては衝撃的な出来事でした。
　同僚達がきちんと資格を持って責任をもって仕
事をしている姿をみて、自分もしていることにきち
んと責任をもって社員の管理・サポートをしていき

たいなと本気で考えるようになりました。
　そんな時、会社で「月間社会保険」でＳＲ講座の
案内をみて、もう一度、一から勉強のやり方を見
直そうと思い、申し込みをさせていただいたのが
２０２１年度の受講でした。受講に１２月から参加
させていただき、勉強時間の短さや、過去問の取
り組む回数等、それまでの勉強内容とは大幅に違
うことにびっくりし、こちらの受講の流れに乗ってみ
て、言われた通りに勉強してみようと一年間がんば
りました。結果は択一が４３点、選択が２５点とあと
一歩でした。
それでも大きな成長を感じた年になりました。
　２０２２年度の受講については、昨年１年大隅か
ら鹿児島市内に通っていたことや、子供の高校受
験もあり、なかなか試験に足が進みませんでした
が、今年の社労士試験の案内をみたとき、インター
ネットで簡単に申し込みができることや主人が応
援してくれたことから、５月中旬より勉強を開始しま
した。今年は勉強時間が短かったですが昨年の
基礎や答練の試験を繰り返し行ったことで、７月末
までは蓄積期間とし平日３時間土日５，６時間程
度勉強していましたが、睡眠と体力の限界で８月の
２度目の模試では疲れ切っており点数も伸びませ
んでした。それでも、その後８月試験までとにかく過
去問を繰り返し、間違えたところは書いてインプッ
トすることを続けて試験に挑みました。
　あと、昨年は試験中に体調不良で席を少し離れ
てしまった経験がありましたので、今年は体調良く
試験を受けるために、試験３日前から仕事も休ん
で、マッサージに行ったり、早めに家の掃除をした
りしてゆっくり過ごしました。当日も体にストレスを
かけないようゆったりした服装で、焦らないために
テキストもほぼ見ませんでした。あと、回答の訂正
はしませんでした。
　ＳＲ講座を受講したことは、私にとって転機にな
りました。独学では絶対合格していなかったと思い
ます。
　資格取得後もまずは会社のためにできることを探
して、将来地域で社労士としてできることを模索し
ていきたいと思っています。先生方、事務局の方々
大変お世話になりました。ありがとうございました。

合格者：日髙 泰治さん、中尾 真美さん、山下 千博さん、他3名

中尾 真美 さん
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令和4年度社会保険労務士試験 合格者6名
合格者：日髙 泰治さん、中尾 真美さん、山下 千博さん、他3名

「努力は嘘をつかない」
毎日コツコツと勉強を積み重ねていくことが苦

手な私は、あまり好きな言葉ではありませんでし
た。自分で言い訳を作って、机に向かわない日も
しばしばあったくらいの気分屋な自分から、目が
覚めて勉強に励んだ自分を、合格がわかった瞬
間に生まれて初めて褒めたような気がします。今
では座右の銘です。

私は7回目の受験で合格できました。最初は独
学でなんとなく試験を受けていました。

問題読んでもさっぱりわかりません。そんな中、
SRの講座に出会いました。

辻先生を信じて、勉強を続けていけば、合格は
すぐそこです。私は、あと何かが1点足りないという
年が、去年、一昨年と続きました。相当悔しい思い
をしましたが、「遂に1点ラインにきたか」と気持ち
を切り替えていきました。

昨年までは講座での予習復習も甘かったと自
己反省もあった為、今年は「講座を受けてたらな
んとかなる」の受け身から、「講座を利用しながら
自分の知識を深めていこう」の前のめりな気持ち
で試験当日まで臨んでいました。

さて、勉強方法の紹介です。
1.まずはテキストに、ひたすら辻先生の講義で

の解説を書き込んでいったり、自分で間違えそう
だなーって箇所に印をつけていったりしました。

（一つのテキストを耕していくイメージ）
2.過去問用ノートを作って、二周目以降は間違

えた箇所は、前回も間違えていないか？（反復して
も同じところを間違えていく不思議現象あり）の繰
り返しで過去の自分と格闘。

論点の理解が難しいなと思うところは、よく先生
の気持ちになりきって、家で一人で講師ごっこを
してました。笑

不思議と問題解きながら、辻先生が憑依するこ
とがあるので個人的におすすめです。

3.直前期は全科目の論点を回していくこと中心
でしたが、選択肢対策は『合格のツボ』という問題
集を購入して解く→テキストで復習→自分で語呂
をつくるの繰り返し。
（申請とか許可とか認可とか似たような言葉が

多い。任意ときたら認可、とか基金認可とかおまじ
ないのように唱えたりしてた。）

多忙な中での試験勉強ですので、時間作りに
は自分含めた受講生全員が苦労してきた道だと
思います。

私は社労士事務所で実務を約7年しています
が、やはり試験勉強は全くの別物です。社労士事
務所に勤めた方がいいのか問題は、人によるとい
うのが自分なりの結論です。昨今は実務経験者
に有利な問題も出題されていますが、社労士事
務所は8月の試験前に怒涛の繁忙期があります。
これから社労士事務所に勤めながら、合格を目指
していかれる方は参考にされてください。

最後に、私は辻先生、山野先生をはじめとした
講師の方々の熱心な分かりやすい講義で、勉強
の面白さと、答練や模試で点数がとれなかった時
の悔しさを知りました。同じ教室で講座を受けた
受講生の皆さんにもとても大きな刺激をもらいま
した。自分一人では絶対に成し得なかった合格
です。関わってくださった皆様に改めてお礼申し
上げます。

本当にありがとうございました。

山下 千博 さん

中小企業も法定割増賃金率が引き上げに
　平成22年4月から法定割増賃金率が引き上げられましたが、中小企業については猶予されていました。
　令和５年４月から企業規模を問わず、月６０時間を超える時間外労働に対する割増賃金は５割以上とし
なければならなくなります。

時間あたり賃金900円の従業員が
70時間時間外労働をしたら…　

＜計算例＞

2022年10月6日から
鹿児島県の最低賃金が853円に
鹿児島県下のすべての労働者に適用されます。
また、自動車（新車）小売業は2021年12月16日より産業別最低賃金872円が適用されています。

法改正

【深夜・休日労働の取扱い】

深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜
（22:00～5:00）の時間帯に行わせる場合､
深夜割増賃金率25％＋時間外割増賃金率
50％＝75％となります。

休日労働との関係
月60時間の時間外労働時間の算定には、法
定休日に行った労働時間は含まれません
が、それ以外の休日に行った労働時間は含
まれます。
※法定休日労働の割増賃金率は、35％です。18,000円

時間当たり賃金×時間×25％

900円×70時間×25％

時間当たり賃金×時間×25％
900円×10時間×50％

時間当たり賃金×時間×25％
900円×60時間×25％

15,750円

問題　Aさんの賃金のうち、基本給のほか最低賃金計算の対象となる手当はどれでしょう？
例　月給制のAさん（年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間）

～対象とならない賃金～
時間外割増賃金、慶弔手当、賞与、
精皆勤手当、通勤手当、家族手当など

正解は職務手当です。
最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。
月給制の場合、
月給÷1か月平均所定労働時間　で計算します。
※1か月平均所定労働時間⇒（250日×8時間）÷12か月
　（180,000円×12か月）÷（250日×8時間）＝1,080円
　となり、最低賃金を上回っています。

基本給 150,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 4,200円
時間外手当 35,000円
合計 219,200円

法改正をきっかけに業務の見直しなどを行い、
残業時間削減にむけたチャレンジをしてみては
いかがでしょうか。

労働基準法には「小規
模事業者」や「零細企
業」といったカテゴリー
はありません。みなさん
対象となります。

60時間以下 60時間超

50％

1か月の時間外労働

大企業

中小企業
25％

60時間以下 60時間超

1か月の時間外労働

25％
25％

50％

合格
体 験 談
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有限会社 宮路畜産センター 〒898-0084
鹿児島県枕崎市板敷西町363-23

Tel 0993-76-3576 Fax 0993-76-3586
ホームページ  http://www.k-cowboy.com/

代表取締役　宮路孝蔵

わが社わが社事 業 拝 見所 せっぺ翔べ

「お客様に安全と安心をお届けする」、それが当社の理念です。
有限会社 宮路畜産センターでは安心安全そして良質な黒毛和牛肉を皆様に提供するため、
様 な々創意工夫を行い日々 努力しています。

■会社概要
1997年5月 有限会社宮路堆肥センター 設立
 堆肥の収集・製造・販売を開始
 黒毛和牛の肥育管理委託を開始
2010年3月 社名を有限会社宮路畜産センターに変更
2015年10月 自社での黒毛和牛の肥育を開始

■会社紹介
薩摩黒毛和牛の肥育、特殊肥料の製造・販売を行っている会社です。

薩摩黒毛和牛の肥育
薩摩黒毛和牛の肥育繁殖農家が育てた子牛を買ってき

て、食用にするため牛を大きくし肉をつけさせます。このこと
を肥育（ひいく）と言います。

温暖な気候の地、枕崎で開聞岳を眺めながら、豊かな自
然の中、おいしい空気と太陽をいっぱいあびて、肉骨粉を一
切使用していないこだわりの自家配合飼料を与えています。
愛情をいっぱいこめて育てあげた、安全で安心して食べら
れるおいしい100％黒毛和牛を肥育しています。
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「お客様に安全と安心をお届けする」、それが当社の理念です。
有限会社 宮路畜産センターでは安心安全そして良質な黒毛和牛肉を皆様に提供するため、
様 な々創意工夫を行い日々 努力しています。

■会社概要
1997年5月 有限会社宮路堆肥センター 設立
 堆肥の収集・製造・販売を開始
 黒毛和牛の肥育管理委託を開始
2010年3月 社名を有限会社宮路畜産センターに変更
2015年10月 自社での黒毛和牛の肥育を開始

飼料にはこだわり抜き、肥育している牛に合うよう
先代から試行錯誤し続け導き出された独自配合の
濃厚飼料を使用しています。

相手は言葉が通じない動物ですので、自分から
「お腹が減った」とか「体の調子が悪い」などと伝
えてはくれません。そんな牛たちをよく観察し、一頭
ずつに心を込めて育てると、牛たちはきちんと応え
てくれます。血統だけでなく、餌や管理でもまったく
違う牛になります。育てる楽しさややりがいを日々 実
感しながら仕事しています。

特殊肥料の製造・販売
特殊肥料「大地の恵み」（鹿肥料第４１８号）は

「有機農産物の日本農林規格(H17.10.27 農林
水産省告示第1605号)」に該当する化学的処理を
行わず、化学的に合成していない肥料です。

■全自動化、IOT化への取り組み
当社では従業員の負担を減らすため全自動化、IOT化へ向けた取り組みを行っております。
給餌作業はフォークリフトに専用の給餌器をつけ半自動化しており、さらなる省力化のため給餌シス

テムの全自動化を検討しています。
また、牛にセンサー内蔵ベルトを付けて、1日の行動（採食、飲水、反芻等）をデータ化し健康状態を

把握し、病気の予防や異常個体の発見に役立てています。IOT化により牛の起立困難や異常行動
を事務所や外出先から確認できるようになっており、いち早く対応できるようになっています。
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「就業に関し…」

  

＞ 
  

・・ 
・ ・ 

 

 

 

業務の終了後、事業場の施設内でサークル活動をし、その後バイクで帰宅途中に
転倒してケガをしました。通勤災害になりますか？

サークル活動にかかった時間によります。その時間が、就業と帰宅との直接的関連
を失わせると認められるほど長時間となる（概ね２時間を超える）ような場合を除
き、「就業に関連している」として、一般的に通勤災害と認められます。

Ａ１Ａ１
Ｑ１

「住居」
飲み会で遅くなり、友人宅に泊めてもらいました。翌朝、友人宅から出社する途中、
歩道の段差に躓いて、足首を捻挫してしまいました。通勤災害になりますか？

友人宅は、「住居」とは認められないため、通勤災害になりません。なお、自宅以外
がすべて「住居」と認められないわけではなく、例えば、長時間の残業でやむを得ず
会社近くのホテルに泊まる場合などは、そのホテルが「住居」となります。

Ａ2Ａ2
Ｑ2

「就業の場所」
会社主催の運動会（自宅近くの運動公園）に徒歩で行く途中、脇道から飛び出してきた
自転車と接触し、右腕を打撲してしまいました。通勤災害になりますか？

会社主催の運動会が、全員参加で出勤扱いとなるものであれば、その運動会の会
場が「就業の場所」となるため、一般的に通勤災害と認められます。そうではなく、
参加が任意とされているのであれば、「就業の場所」とは言えないため、その運動
会の運営に携わる場合を除き、通勤災害になりません。

Ａ3Ａ3
Ｑ3

労災保険の通勤災害Q&A

文・イラスト　社会保険労務士　辻　孝男

辻先生の
労働講座
❸

　労災保険の通勤災害の対象となる「通勤」とは、原則として、労働者が、就業に関し、住
居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことをいいます。

「通勤」とは？1

「合理的な経路」
毎朝、車で子どもを保育園に預けてから、そのまま出社しています。その保育園は、
会社とは反対方向にあるのですが、その途中での事故は通勤災害になりますか？

他に子どもを監護する者がいないため保育園に預けるためにとる経路は、そのよ
うな立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路です
ので、たとえ遠まわりの通勤であったとしても「合理的な経路」と認められます。し
たがって、一般的に通勤災害と認められます。

Ａ4Ａ4
Ｑ4

「合理的な方法」
会社には電車で通勤すると届けていますが、寝坊してしまい、
車で会社に向かう途中、電柱に衝突して首を痛めてしまいした。
通勤災害になりますか？

会社に届け出ている通勤手段以外であっても、通常これに代替することが考えら
れる方法であれば、「合理的な方法」とされ、一般的に通勤災害と認められます。Ａ5Ａ5

Ｑ5

「逸脱・中断」
仕事帰りに友人とばったり出会い、近くのカフェに立ち寄り１時間ほど
雑談をした後、帰宅途中に交通事故に巻き込まれてしまいました。
通勤災害になりますか？

カフェに立ち寄った時点で、「逸脱・中断」となるため、通勤災害になりません。Ａ6Ａ6

Ｑ6

「日常生活上必要な行為」
朝、市役所で住民票を取得し、その足で会社に向かい、普段の経路に
戻ったところで、ビルからの落下物により左肩を骨折してしまいました。
通勤災害になりますか？

一般的に、住民票を取得することは「日常生活上必要な行為」となります。その行為
中とそのために迂回した経路上は逸脱・中断に該当するため、「通勤」となりません
が、普段の経路に戻った後であることから、一般的に通勤災害と認められます。

Ａ7Ａ7

Ｑ7

　労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した（回り道や寄り道をした）場合
は、その逸脱又は中断の間及びその後の移動は、「通勤」となりません。ただし、その逸脱
又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小
限度のものである場合は、その逸脱又は中断の間を除き、「通勤」となります。

①仕事を終えて、会社内の階段を降りている途中で転び、腰部を強打した場合
　⇒　業務終了後ではありますが、事業場施設内（事業主の支配管理下）の災害であるため、一般

的に「業務災害」となります。

②出社のため、自宅アパートの階段を降りている途中で転び、腰部を強打した場合
　⇒　居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界となるため、そのアパートの階段は通

勤経路と認められ、一般的に通勤災害となります。

③帰宅間際に、自宅敷地内の石段の凍結により足を滑らせ転び、腰部を強打した場合
　⇒　住居内で発生した災害であるため、通勤災害となりません。

同じ「階段で転んだ」場合でも…
 カイダン？ 

逸脱・中断2

9



「就業に関し…」

  

＞ 
  

・・ 
・ ・ 

 

 

 

業務の終了後、事業場の施設内でサークル活動をし、その後バイクで帰宅途中に
転倒してケガをしました。通勤災害になりますか？

サークル活動にかかった時間によります。その時間が、就業と帰宅との直接的関連
を失わせると認められるほど長時間となる（概ね２時間を超える）ような場合を除
き、「就業に関連している」として、一般的に通勤災害と認められます。

Ａ１Ａ１
Ｑ１

「住居」
飲み会で遅くなり、友人宅に泊めてもらいました。翌朝、友人宅から出社する途中、
歩道の段差に躓いて、足首を捻挫してしまいました。通勤災害になりますか？

友人宅は、「住居」とは認められないため、通勤災害になりません。なお、自宅以外
がすべて「住居」と認められないわけではなく、例えば、長時間の残業でやむを得ず
会社近くのホテルに泊まる場合などは、そのホテルが「住居」となります。

Ａ2Ａ2
Ｑ2

「就業の場所」
会社主催の運動会（自宅近くの運動公園）に徒歩で行く途中、脇道から飛び出してきた
自転車と接触し、右腕を打撲してしまいました。通勤災害になりますか？

会社主催の運動会が、全員参加で出勤扱いとなるものであれば、その運動会の会
場が「就業の場所」となるため、一般的に通勤災害と認められます。そうではなく、
参加が任意とされているのであれば、「就業の場所」とは言えないため、その運動
会の運営に携わる場合を除き、通勤災害になりません。

Ａ3Ａ3
Ｑ3

労災保険の通勤災害Q&A

文・イラスト　社会保険労務士　辻　孝男

辻先生の
労働講座
❸

　労災保険の通勤災害の対象となる「通勤」とは、原則として、労働者が、就業に関し、住
居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことをいいます。

「通勤」とは？1

「合理的な経路」
毎朝、車で子どもを保育園に預けてから、そのまま出社しています。その保育園は、
会社とは反対方向にあるのですが、その途中での事故は通勤災害になりますか？

他に子どもを監護する者がいないため保育園に預けるためにとる経路は、そのよ
うな立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路です
ので、たとえ遠まわりの通勤であったとしても「合理的な経路」と認められます。し
たがって、一般的に通勤災害と認められます。

Ａ4Ａ4
Ｑ4

「合理的な方法」
会社には電車で通勤すると届けていますが、寝坊してしまい、
車で会社に向かう途中、電柱に衝突して首を痛めてしまいした。
通勤災害になりますか？

会社に届け出ている通勤手段以外であっても、通常これに代替することが考えら
れる方法であれば、「合理的な方法」とされ、一般的に通勤災害と認められます。Ａ5Ａ5

Ｑ5

「逸脱・中断」
仕事帰りに友人とばったり出会い、近くのカフェに立ち寄り１時間ほど
雑談をした後、帰宅途中に交通事故に巻き込まれてしまいました。
通勤災害になりますか？

カフェに立ち寄った時点で、「逸脱・中断」となるため、通勤災害になりません。Ａ6Ａ6

Ｑ6

「日常生活上必要な行為」
朝、市役所で住民票を取得し、その足で会社に向かい、普段の経路に
戻ったところで、ビルからの落下物により左肩を骨折してしまいました。
通勤災害になりますか？

一般的に、住民票を取得することは「日常生活上必要な行為」となります。その行為
中とそのために迂回した経路上は逸脱・中断に該当するため、「通勤」となりません
が、普段の経路に戻った後であることから、一般的に通勤災害と認められます。

Ａ7Ａ7

Ｑ7

　労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した（回り道や寄り道をした）場合
は、その逸脱又は中断の間及びその後の移動は、「通勤」となりません。ただし、その逸脱
又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小
限度のものである場合は、その逸脱又は中断の間を除き、「通勤」となります。

①仕事を終えて、会社内の階段を降りている途中で転び、腰部を強打した場合
　⇒　業務終了後ではありますが、事業場施設内（事業主の支配管理下）の災害であるため、一般

的に「業務災害」となります。

②出社のため、自宅アパートの階段を降りている途中で転び、腰部を強打した場合
　⇒　居住するアパートの外戸が住居と通勤経路との境界となるため、そのアパートの階段は通

勤経路と認められ、一般的に通勤災害となります。

③帰宅間際に、自宅敷地内の石段の凍結により足を滑らせ転び、腰部を強打した場合
　⇒　住居内で発生した災害であるため、通勤災害となりません。

同じ「階段で転んだ」場合でも…
 カイダン？ 

逸脱・中断2
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南さつま市　
大浦町●

　全国に存在する平家落人伝説の中でも、この地のそ
れは極めてユニークでかつどこかユーモラスでもあり
他と一線を画している。
　時は元暦三年（１１８６年）、あの壇之浦の合戦の翌
年である。現在の大浦町大木場に辿り着いた平家の落
人達は、源氏の追っ手から逃れるため一計を案じる。
峠道に十畳程もある巨大な草履を置いた。これを見た
追っ手達は「大男がいる」と驚き退散しようとするが、
この時どこからともなく現れた多くの猿の群れが、
追っ手を遮って味方してくれたと云う。
　この伝説から人々は、旧暦十一月の初めの申の日に
藁で編んだ大草履を大山祇神社に奉納し、五穀豊穣と
無病息災を願うようになったと伝わる。
　当日、直径２ｍ重さ30㎏にもなる大草履を二人の氏子が左右それぞれを神社まで運ぶ。草履は中抜けしており、中
に入った氏子が引きずるように履くのだが、藁で編んだ草履は地面との摩擦で実際の重量よりさらに重く感じられよ
う。参道で見守る人々の声援を受け神社の拝殿まで大草履が届けられる。
　大山祇神社は山の神を祀る神社で祭りの名はその由来だが、静かな杜にひっそりと佇む古い小さな神社と大草履の
不思議な組み合わせは、その意外性も相俟っていつまでも続いてほしいと願わずにはいられない伝統行事である。
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